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広　告 広　告 広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ

■市の推計人口（11月１日現在）
28万5946人（男：13万5035人、女：15万0911人） 【対前月比】67人減
【世帯数】13万2530世帯　  企画調整課☎613-8397　  1019915

マークの見方と詳しい申し込み方法は、
表紙をご覧ください

①固定資産税・都市計画税第３期②国民健康保険税第６期
  納期限：12月26日㈪※口座振替を利用している人は、
預貯金残高を確認してください
 ①納税課☎613-8464②健康保険課☎613-8438
 ①1039469②1003580

市税の納期限
のお知らせもりおかインフォ

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

市民無料
法律相談★

１/16㈪・30㈪
10時～15時 広聴広報課

（市役所本庁舎６階）

広聴広報課の予約
専用ダイヤル
☎626-7557

無料法律
相談★

１/４・11・18・25
水曜、10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

★要事前申し込み。相談希望日の前週の９時から受け付け※１月４日分は12月
21日㈬から、１月16日分は１月10日㈫から受け付け

支所などに備え付けの応募用紙に
必要事項を記入し、〠020-8531
（住所不要）市役所廃棄物対策課
へ郵送または持参。１月13日㈮必
着。持参は同日17時まで

 1017748

震災短編小説集『あの日から』
朗読劇公演出演者

いわてアートサポートセンター ☎656-8145
 info@iwate-arts.jp

震災短編小説集『あの日から』よ
り高橋克彦作『さるの湯』の朗読
劇公演への出演者を募集します。
稽古や公演について詳しくは、市
ホームページをご覧ください。

 ６人※３月に高校卒業予定の人
を含む18歳以上　  800円

 電話・メール：メールは名前と年
齢、電話番号、住所を記入し送付。
12月20日㈫から１月10日㈫まで
受け付け　  1041125

気候変動パネル展
環境企画課　☎626-3754

家庭でできる省エネや節約につな
がる行動など、エコな取り組みを
紹介するパネル展を開催します。

 12月19日㈪～26日㈪
 市役所本庁舎本館１階エレベー

ターホール　  1041462

届いていますか？
二十歳のつどい入場券
生涯学習課　☎639-9046

市内在住で、11月下旬に発送した
入場券が届いていない人と、市外
在住で参加を希望する人は、同課
へお問い合わせください。なお、会
場では動画配信のための撮影をし
ます。あらかじめご了承ください。

 平成14年４月２日～平成15年
４月１日生まれの人　

 1040496

もりおかゼロカーボン2050フェスタ
環境企画課　☎626-3754

気候変動への対策やゼロカーボン
の取り組みを紹介するパネル展と、
「脱炭素社会」の基礎知識などを紹
介する環境学習講座を開催します。

 ①パネル展：１月４日㈬～30日
㈪②環境学習講座：１月21日㈯14
時～15時

 県立図書館（盛岡駅西通一）
 ②30人
 ②電話・応募フォー

ム：１月16日㈪まで

子ども・子育て支援フォーラム
地域福祉課

☎626-7509　ファクス653-2839

「安心して子育てできる環境を」を
テーマに、妊産婦のメンタルヘル
スについての講演や子育てサロン
の取り組みを紹介します。

 １月23日㈪13時半～16時
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 100人
 電話・ファクス・応募フ

ォーム：１月10日㈫まで
 1037876

給与支払報告書の提出
市民税課　☎613-8496

給与所得者の市･県民税は、事業主
が従業員の毎月の給与から天引き
して市へ納めること（特別徴収）に
なっています。正社員やパートなど
の区別はありません。事業主は、従
業員の令和４年分の給与支払報告
書を、令和５年１月１日㈰現在の住
所地である市町村へ、１月31日㈫ま
でに必ず提出してください。マイナ
ンバー（個人番号）や法人番号の記
載が必要です。　

 1000488

償却資産の申告は１月中に
資産税課　☎613-8407

令和５年１月１日㈰現在で市内に
事業用償却資産を所有している個
人または法人は、１月31日㈫まで
に申告書を提出してください。マイ
ナンバー（個人番号）や法人番号の
記載が必要です。期限間近は混み
合うので、1月20日㈮までの申告
にご協力ください。

 1000466

車検時の軽自動車税（種別割）
の納税証明書の提示が不要に

納税課　☎613-8461
軽自動車税（種別割）の納税情報
について、１月から継続検査窓口で
の「納税証明書の提示」が原則不
要になります。納付直後など、納付
情報を確認できない場合もありま
すので、詳しくは同課までお問い
合わせください。

 1041313

冬の交通事故防止県民運動
くらしの安全課　☎603-8008

12月15日㈭～24日㈯は冬の交通
事故防止県民運動実施期間です。
スローガンは「確認の 甘さが苦い 
事故を呼ぶ」。冬季は、積雪や凍結
による道路環境の悪化に伴う事故
や冬休み中の子どもが巻き込まれ
る事故が心配されます。ルールを
守り、より慎重な運転を心掛けて
交通事故を防ぎましょう。

 1001109

年末年始地域安全運動
くらしの安全課　☎603-8008

12月15日㈭～１月３日㈫は年末年
始地域安全運動実施期間です。年
末年始は空き巣などの犯罪が多発
する傾向にあります。地域ぐるみ
で、鍵かけや見守りなど防犯活動
に取り組みましょう。

 1001100

空き家を利活用しませんか
都市計画課　☎639-9051

空き家バンク制度への登録物件を
募集しています。また、登録された
物件を購入した人へ費用の一部を
補助します。詳しくは、同課へ問い
合わせるか市ホームページをご覧
ください。

募　集

市の職員
職員課　☎626-7505

令和５年度採用の市職員を募集し
ます。募集する職種などは表のと
おりです。

 試験日：１月15日㈰　
 市内会場※受験票と一緒に通知
 受験案内は、12月15日㈭から

市役所本庁舎４階の同課や各支所
などに備え付けている他、市ホー
ムページからダウンロードできま
す。受験の申し込みは、市ホームペ
ージの専用応募フォームから申請。
12月28日㈬まで

 1041453

廃棄物対策審議会の委員
廃棄物対策課　☎626-3755

一般廃棄物の減量と適正な処理、
生活環境の清潔の保持などに関し
て意見を述べる委員を２人募集し
ます。任期は、令和５年４月１日㈯
から２年間です。

 次の全てに該当する人①12月
14日時点で市内に１年以上住んで
いる②平成15年４月１日以前生ま
れ③市の他の委員を務めていない
④平日の日中に開く年３回程度の
会議に出席できる

 市役所若園町分庁舎３階の同
課や本庁舎１階の窓口案内所、各

 1001721

水道メーターボックス上の
雪払いにご協力を

上下水道局お客さまセンター
☎623-1411

水道料金を正しく計算するため、
積雪時は水道メーターボックス上
の雪を払い、物は置かないでくだ
さい。

手づくり村お正月フェア
盛岡手づくり村　☎689-2201

岩谷堂箪
た ん

笥
す

販売会や伝統工芸士
の及川洋

よ う

さんによる彫金実演、期
間限定の特別クラフト教室などを
開催します。

 １月７日㈯～９日㈪
 盛岡手づくり村（繫字尾入野）
 1041212

（公財）盛岡国際交流協会
設立30周年

（公財）盛岡国際交流協会事務局
☎626-7524

同協会は11月16日で設立から30
周年を迎えました。同協会ホーム
ページでは、11月に開催された式
典の様子や、30周年を
記念した交流会につい
て掲載しています。
▶30周年記念交流会
外国籍の市民と世界のゲームなど
をしながら交流するほか、移住・定
住に関する情報提供や講演などを
します。

 １月21日㈯10時15分～13時15分
 カワトクc

キ ュ ー ブ

ube-Ⅱ（菜園一）
 20人
 電話：12月19日㈪９

時半から

もりおか結婚支援ボランティア
情報交換会

日本結婚支援協会　☎613-5100
お見合いに関する情報交換や同ボ

ランティア活動の見学をします。
 12月24日㈯10時～11時
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 独身の子の結婚を望む親、同ボ

ランティア活動に興味がある人、
独身者

 電話：事前連絡が必要
 1036661

▶独身者の結婚相談
 随時　  電話：要予約

蜜蜂の飼育者は
１月中に飼育届の提出を

盛岡広域振興局農政部　☎629-6603
蜜蜂を飼育する人は、毎年蜜蜂飼
育届を提出する必要があります。
令和５年１月１日㈰現在の飼育群
数と年間計画を、１月31日㈫まで
に提出してください。

 1037382

寄付をいただきました

■岩手県印刷工業組合　
　菊池忠

た だ

彦
ひ こ

理事長
　主

し ゅ

濱
は ま

哲
て つ

也
や

盛岡支部長
10万円。緑化活動のために。
■吉田慶

け い

子
こ

様
精米300㌔。子ども食堂のために。

表　募集する職種など
職種 区分 人員 年齢要件など

土木技術職

大学卒
程度

数人

次のいずれかに該当する人
①昭和63年４月２日～平成13年４月１日生まれの人
②平成13年４月２日以降に生まれ、令和５年３月ま
でに大学卒業見込みの人

社会人
経験者

昭和58年４月２日以降に生まれ、直近７年間に通算
して５年以上、民間企業などでの職務経験がある人

高校卒
程度

平成７年４月２日～平成17年４月１日生まれの人で、
次のいずれにも該当しない人
①短大卒以上の人（令和５年３月までに卒業見込み
の人を含む）
②市長が①と同等の資格を有すると認める人

短大卒
程度

平成５年４月２日～平成15年４月１日生まれの人で、
大学を卒業または令和５年３月までに大学卒業見込
みでない人

建築技術職
大学卒

程度 数人

次のいずれかに該当する人
①昭和63年４月２日～平成13年４月１日生まれの人
②平成13年４月２日以降に生まれ、令和５年３月ま
でに大学卒業見込みの人

社会人
経験者

昭和58年４月２日以降に生まれ、直近７年間に通算
して５年以上、民間企業などでの職務経験がある人

薬剤師 数人 昭和61年４月２日以降に生まれ、薬剤師の免許を有す
る人（免許取得見込みの人を含む）

看護師 数人 昭和58年４月２日以降に生まれ、看護師の免許を有
する人（免許取得見込みの人を含む）

お知らせ

祝

　リサイクルセンターの粗大ごみ処理施設の設備が破損し、復旧
するまで時間を要しています。ご不便をおかけしますが、次のこ
とについてご理解とご協力をお願いします。復旧は３月５日㈰の
予定です。

粗大ごみ ・ 不燃ごみの

� 排出についてのお願い
 資源循環推進課☎626-3733　  1041076

粗大ごみ・不燃ごみの排出をできるだ
け減らし、リサイクルセンターへの直接
の持ち込みは控えるようお願いします。
なお、収集は通常どおり行います。

不要となったものは、リサイクルショッ
プなどを利用しリユースしましょう。

ふるさと納税
　市は、ふるさと納税によ
る寄付を募集しています。
寄付をした人は盛岡の特産
品などをお礼の品として選
べます。市外にお住まいの
家族や親戚、友人にぜひふ
るさと納税の活用をお勧め
ください。※返礼品の配送
は市外在住者が対象です

 都市戦略室
 　☎613-7370

盛岡市

ユネスコ無形文化遺産登録決定

「風流踊」永井の大念仏剣舞「風流踊」永井の大念仏剣舞

　ユネスコ無形文化遺産保護条約
第17回政府間委員会において、
11月30日に盛岡市の「永井の大
念仏剣舞」が属する「風

ふ

流
りゅう

踊
おどり

」の
ユネスコ無形文化遺産の登録が決
定。市内では初となるユネスコ無
形文化遺産登録となりました。広
報もりおか２月１日号では、世界
に認められた「永井の大念仏剣
舞」を特集します。

 歴史文化課☎639-9067　  1030023

【保持団体】
 永井大念仏剣舞保存会（永井）
【指定年】昭和55年

子育て世帯への 
 臨時特別給付金

　物価高騰などの影響を受けて
いる子育て世帯の負担軽減のた
め、高校生までの子ども一人当
たり２万5000円の臨時特別給
付金を支給します。申請期限や
方法、対象など詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

 子育て世帯への臨時特別給
付金担当☎603-8314

 1041304
排出・施設への直接の持ち込み
を控える

リユース（再利用）する

・ 太さ５㌢以上の枝
木や木材

・ 金庫など金属部分
が厚く固いもの

・ 発泡スチロールの
入った畳

・ソファ

特に排出を控えて
いただきたい物

永井の大念仏剣舞

盛岡地域の皆さんへ

国指定重要無形民俗文化財


